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とみます内科

弓ヶ浜中学校

←境港

弓ヶ浜駅

富益町

共同選果場

■日　　時 2018年10月14日（日）
 10：00～（受付開始 9：30）※少雨決行
■場　　所 白ネギ共同選果場　米子市富益町3395-1
■参加資格 会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■参加人数 40名（先着順）※最少催行人数15名

■申込方法 ガイドブック巻末の「参加申込書」をコピーしてお申し込みください。　
■申込期間 2018年9月6日（木）12：00～9月28日（金）
■持　ち　物 ネギを入れる袋

■参加料金 １人 200円（子供も同額です）
※料金は、催行決定後の支払いになります。

採りたて

白ネギ天ぷら
試食付

米子の

社会見学
農業編

自分で採った
白ネギを5本程度
持ち帰ります。

※写真はイメージです※写真はイメージです

例年、「さつまいも掘り体験」を実施しており今年も楽しみにしておられたと思いますが
今年は酷暑の為さつまいもが不作で実施いたしません。



（2）JOY SUPPORT NEWS 受付開始は、9月6日（木）12：00～

1 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

2 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

3 本人 ・ 家族（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 月　　　日

参加者氏名No 会員との続柄年齢 連絡先電話番号 ツアー参加日

ツアー案内書送付先
〒

事業所番号
事業所名

会 員 名

事業所FAX番号

会 員 連 絡 先
会 員 番 号

日帰りツアー申込書
〈旅行会社に直接FAX〉

※ご希望のコースにチェックを入れてください

日ノ丸観光トラベル FAX22-2223 □京都競馬場観戦ツアー　第79回菊花賞G1
  □「松茸と和牛すき焼き」「焼き松茸」「松茸ご飯」食べ放題　西の屋湯郷店・道の駅菜彩茶屋
  □広島マリーナホップ・マリホ水族館　宮島厳島神社
  □第24回夢灯す、光の彫刻　KOBEルミナリエ  

続柄を必ずご記入ください

続柄を必ずご記入ください

続柄を必ずご記入ください

株式会社 日ノ丸観光トラベル　米子市加茂町2-113　9：30～17：30/土曜日9：30～17：00(日・祝休)
ＴＥＬ22-2650　ＦＡＸ22-2223　(担当：石賀)お申し込み・お問い合せ先 ※募集広告ではありません。

※取消料は、一般料金に対して係り全額本人負担となります。

※参加者が少ない場合は、ツアーを中止することがあります。　※ツアーの詳しい内容等、お問い合わせは旅行代理店まで。
※旅行条件は、旅行代理店の旅行約款によります。　※取消料は、一般料金に係り全額本人負担となります。

「ツアー申込書」に必要事項を記入し、旅行代理店に直接FAXしツアーを申し込み代金を支払う。申込方法

日帰りツアー

※小人500円引き　※バスガイドは、乗車いたしません。添乗員が同行。
■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日ノ丸観光トラベルまで
■申込期限　出発日の10日前まで

家族料金会員料金
7,000円 8,000円

旅行代金
9,000円

■出 発 日　2018年10月20日（土）
■スケジュール

－
－
－

米子7：00 － 高速 － 道の駅たたらば － 広島マリーナホップ・マリホ水族
館（自由食） － 宮島口～宮島桟橋 … 厳島神社参拝後自由散策（参拝と
合わせて約1時間30分） … 宮島桟橋 ～宮島口 － 高速 － 米子19：25

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

※バスガイドは、乗車いたしません。添乗員同行。
■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日ノ丸観光トラベルまで
■申込期限　出発日の10日前まで

家族料金会員料金
4,900円 5,400円

旅行代金
5,900円

■出 発 日　2018年12月8日（土）
■スケジュール －

－
－

米子8：00 － 高速 － 神戸ルミナリエ会場・自由
行動（約6時間滞在） － 高速 － 米子23：00

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

■出 発 日　2018年10月13日（土）
■スケジュール

－
昼
－

米子7：15 － 倉吉 － 道の駅奥津温泉 － 山田養蜂場・みつば
ち農園（ショッピング） － 西の屋湯郷店（昼食）（60分食べ放
題） － 現代玩具博物館・オルゴール夢館（ショッピング） －湯郷・
道の駅菜彩茶屋 － 道の駅奥津温泉 － 倉吉 － 米子17：30

■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日ノ丸観光トラベルまで
■申込期限　出発日の10日前まで

※小人500円引き　※バスガイドは、乗車いたしません。添乗員同行。

家族料金会員料金
10,300円 11,300円

旅行代金
12,300円

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金※バスガイドは、乗車いたしません。添乗員同行。

※未成年者の方のみでは、ご参加いただけません。
※京都競馬場到着後は、自由行動となります。
■申込方法　申込書に記入の上、FAXにて日ノ丸観光トラベルまで
■申込期限　出発日の10日前まで

家族料金会員料金
5,400円 5,900円

旅行代金
6,400円

■出 発 日　2018年10月21日（日）
■スケジュール

－
－
－

日ノ丸自動車米子支店7：00 － 米子駅前7：15 － 高速 
－ JRA京都競馬場（11：50～16：00頃） － 高速 － 米子
駅前20：45 － 日ノ丸自動車米子支店21：00

■補助対象人員　10名（先着順）
■補助対象　会員・家族（配偶者・子・会員及び配偶者の父母）
■旅行代金

京都競馬場
観戦ツアー 第79回 菊花賞G1

西の屋湯郷店・
道の駅菜彩茶屋

「松茸と和牛すき焼き」「焼き松茸」
「松茸ご飯」食 べ 放 題

広島マリーナホップ・マリホ水族館
宮島厳島神社 第24回 KOBEルミナリエ夢灯す、

光の彫刻



JOY SUPPORT NEWS（3）受付開始は、9月6日（木）12：00～

秋のフルーツ収穫体験 秋のフルーツ収穫体験 

■日　　時　2018年11月16日（金）18：30～
　　　　　　（受付開始18：15）
■場　　所　ビストロ・ド・スズキ
　　　　　　米子市西町90-3　℡22-6080
■講　　師　シニアソムリエ　安田寿子先生
■参加資格　会員・家族（親、配偶者、20歳以上の子）
■参加人数　20名（先着順）　※最少催行人数10名
■参加料金　2,000円
　　　　　　※料金は、催行決定後のお支払いになります。
■申込方法　ガイドブック巻末の「参加申込書」をコピーしてお申し込みください。
■申込期限　2018年10月18日（木）
■そ の 他　飲酒を伴いますので、車の運転は固くお断りいたします。

ワインの違いを知る講座《赤ワイン編》
たくさんのワインの中から自分の好みを見つける方法がわかります。

■そ の 他 会員証提示で
贈答用5㎏みかん箱2,800円(税込)より200円引き
採りたてみかん袋入り500円(税込)より50円引き

■利用期間　2018年10月13日（土）～11月中旬
　　　　　　※確認の上、ご来園ください。　※月曜定休日
■場　　所　やすぎ観光みかん園
　　　　　　安来市恵乃島町12-1　℡0854-22-5255
■営業時間　10：00～15：00
■入 園 料 会員料金

800円
通常料金
1,200円中学生以上

■利用期間　2018年9月～10月31日（水）
　　　　　　※確認の上、ご来園ください。
■場　　所　岩﨑園　安来市穂日島町199
　　　　　　℡0854-22-6627
■営業時間　9：00～日没（入場は、日没1時間前）
■入 園 料 会員料金

900円
通常料金
1,300円中学生以上

■対　　象　会員1人2枚まで
■斡旋枚数　各100枚（先着順）

■申込方法　申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限　2018年10月5日（金）※斡旋枚数になり次第、終了

■対　　象　会員1人2枚まで
■斡旋枚数　各100枚（先着順）

■申込方法　申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限　2018年10月5日（金）※斡旋枚数になり次第、終了

内 容
ワイン
オードブル

みかん狩り お土産付

やすぎ観光みかん園

ぶどう狩り岩﨑園

山陰初の観光みかん園です。みかんが旬の秋から冬に
かけてたわわに実る甘くて美味しいみかん。ここ「やす
ぎ観光みかん園」では、さまざまな種類のみかんが1
時間食べ放題！！

10種類のぶどうがありいろいろな味が楽しめます。

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです



（4）JOY SUPPORT NEWS 受付開始は、9月6日（木）12：00～

■内　　容　紅ずわいがに（A級品・ボイル・1本無しを含む）1箱3枚
■価　　格　1箱2,200円
■対　　象　会員1人1箱
■斡旋箱数　100箱（先着順）
■取 扱 店　（有）かにの渡辺
　　　　　　境港市竹内団地259-2　さかなセンター内　☎47-2111
■お渡し日　2018年9月30日（日）11：00～16：00
　　　　　　※引換券持参の上、取扱店に取りに行ってください。
　　　　　　※発送希望の場合、送料が別途必要です。
 鳥取県西部地区 1,000円
 その他全国一律 1,400円
 北海道・沖縄 1,700円
■申込方法　申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限　2018年9月20日（木）15：00
　　　　　　※斡旋箱数になり次第、終了

紅ずわいがに紅ずわいがにの斡旋鳥取県産

写真はイメージです。

写真はイメージです。

一般料金
4,200円
2,500円

■内　　容　別所選果場産二十世紀梨自家消費用
■価　　格

■対　　象　会員1人1箱
■斡旋キロ数　合計400㎏（先着順）
■取　　扱　JA鳥取西部　米子市別所選果場
■配　　達　2018年9月12日（水）～9月14日（金）
 ※配達日指定は、できません。
 ※事業所宛５箱以上無料、５箱未満１箱につき70０円。
 ※5箱未満の事業所の方で期間内にサービスセンター
 　事務局まで取りに来られる方は、送料無料といたします。
■申込方法　専用申込書により申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限　2018年9月10日（月）
 ※斡旋キロ数になり次第、終了

種別
10㎏
5㎏

等級
秀
秀

階級
2L
2L

個数
28～32
14～16

会員料金
3,400円
1,900円

※専用申込書は、ジョイサポートよなごHP➡新着情報から
　ダウンロードできます。FAXもいたします。
※専用申込書は、ジョイサポートよなごHP➡新着情報から
　ダウンロードできます。FAXもいたします。

の斡旋
二十世紀梨家

庭
用

■会員料金　2,500円
　　　　　　【通常価格6,000円のところキャンペーン特別価格3,240円】
■対 　 象　会員１人2箱まで
■取 扱 店　大山ハム株式会社
■斡旋箱数　100箱（先着順）
■特別送料　1ヵ所につき800円
　　　　　　※同一箇所へ商品1万円以上発送の場合は、送料無料。
　　　　　　※商品代1万円以下の方で10月16日（火）・10月18日(木)に
　　　　　　　サービスセンター事務局まで取りに来られる方は送料無料といたします。
■お 届 日　2018年10月2日（火）～10月20日（土）
■申込方法　専用申込書により申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
　　　　　　※お届には、代金お支払い後10日程度かかります。
■申込期限　2018年9月27日（木）
■そ の 他　・ 包装、のしはできません。
　　　　　　・ 専用申込書は、ジョイサポートよなごHP➡新着情報から
　　　　　　  ダウンロードできます。FAXもいたします。

大山ハムの
斡旋 DLG受賞記念セット

❶ ❼ ❺

❸ ❷ ❹ ❻
❶フライシュケーゼ【80ｇ】
❷カントリーロースト【72ｇ】
❸熟成乾塩ベーコン【80ｇ】
❹ペッパーシンケン【72ｇ】
❺チーズリヨナー【90ｇ】2個
❻ももハム【340ｇ】
❼生ハムロース【83ｇ】

2018年

地 産 地 消 事 業



JOY SUPPORT NEWS（5）受付開始は、9月6日（木）12：00～

新規割引提携施設新規割引提携施設

応募
締切日 9月28日（金）

※写真はイメージです ※写真はイメージです

みびょうち治療院 ショップまるごととまと
米子市西福原5-6-45
☎59-9296

会員証提示でいろいろなサービスが受けられます。是非、ご利用ください。

ご希望の方は、申込書にご記入の上ご応募ください。
会員1人1回いずれかとし申込多数の場合は、抽選といたします。引換期限は、10月末です。
当選者には、事業所宛に当選券をお送りしHPにて発表させていただきます。

有限会社 花秀

■営業時間 11：00～19：00
■定　休　日 火曜日

米子市西福原5-6-45
☎35-4460

フラワーギャラリー
エフ・ツー

アーティフィシャル
フラワーアレンジメント 名2
※2日前までに連絡をしてから
　とりに行ってください。

■営業時間 9：00～18：00
■定　休　日 日曜日

米子市三本松1-1-26
☎33-8673

NiCO sweets
■営業時間 11：00～20：00
■定　休　日 不定休

米子市皆生新田2-5-12
☎37-3722

名2

名10

2,000円相当

■営業時間 9：30～18：30
■定　休　日 火曜日

米子市旗ヶ崎7-13-6
☎21-5455

そらにわ

寄せ植え 名2
※前日までに連絡をしてから
　とりに行ってください。

2,000円相当

■営業時間 9：00～20：00
■定　休　日 水曜日

米子市安倍97-6
☎29-3732

コンディトライⅠ・イサム

スイーツ券
名5

1,000円

パン券
500円

スイーツ券
1,000円

2,000円相当

■営業時間 11：00～20：00
■定　休　日 火曜日　※月曜日不定期
■対　象　者 会員とその家族
■特　　典

日野郡日南町生山386
☎0859-82-1707
■営業時間 9：00～17：00
 （4～9月9：00～18：00）
■定　休　日 10～3月のみ毎週木曜日、
 年末年始（12月30日～1月3日）
■対　象　者 会員を含む5名様
■特　　典 ソフトクリーム50円引き
　　　　※会計時に会員証をご提示ください。

基本全身マッサージ
　30分　2,500円　
　45分　3,500円
　60分　4,500円
ハリ、灸　定額の10%OFF

より10%
　　OFF

道の駅 にちなん
日野川の郷

名5

シャボンフラワー
※前日までに連絡をしてから
　とりに行ってください。

花材は
選べません

&

※写真は
イメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

■営業時間 9：00～19：00
■定　休　日 日曜日

米子市河崎2754
☎29-7070

ムッシュ ド ケルン



（6）JOY SUPPORT NEWS 先着順のチケットについては、申込期間内で
あっても斡旋枚数になり次第終了いたします。受付開始は、3月8日（木）12：00～ ※一部を除く受付開始は、9月6日（木）12：00～

チケットの斡旋

鳥取県立県民文化会館開館25周年 山陰放送開局65周年記念事業鳥取銀行プレゼンツ　米子市公会堂開館60周年記念

ウィーン・リング・アンサンブル
ニューイヤー・コンサート2019

悠遊2018

島津亜矢
コンサート

わっしょい米子祭り
25周年コンサート

パリ管弦楽団 鳥取公演
Orchestre de Paris

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  20枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2018年9月21日（金）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

■対　　象 会員1人2枚まで　ファミリーチケットに限り会員1人1枚
■斡旋枚数  おとな、ファミリーセット各50枚、こども各30枚
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2018年10月5日（金）

■日　　時 2019年1月6日（日）　開場13：15/開演14：00
■会　　場 米子市公会堂　大ホール
■料　　金 

■期　　間 2018年9月14日（金）～11月12日（月）
 ※毎週水曜日休演
■会　　場 イオンモール日吉津　北側駐車場　大テント特設会場
■料　　金 

■対　　象 会員1人2枚まで　
■斡旋枚数  各20枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2018年9月28日（金）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

■日　　時 2018年11月21日（水）
 昼の部　開場13：30/開演14：00
 夜の部　開場17：30/開演18：00
■会　　場 米子市公会堂
■料　　金

会員料金
6,500円

一般料金
7,500円S席

会員料金
6,000円

一般料金
7,150円S席

会員料金
2,600円
1,700円
2,300円
1,600円
5,800円

一般前売料金
3,400円
2,400円
3,000円
2,000円
7,000円

おとな（高校生以上）
こども（3歳～中学生）
おとな（高校生以上）
こども（3歳～中学生）
4名様まで

席　種

BOX指定席

SS指定席

SS指定席ファミリーセット

申込先
アルテプラザ
☎0859-38-5127
10：00～19：30

【対　　象】 満1歳～小学校2年生までのお子様
【申込期限】 2018年12月9日（日）

無料託児サービスあります。
無料・要予約（定員あり）

※学生(小学生～大学生)のチケット
　ご希望の方は、定価（1,000～
　2,000円）にて斡旋いたします。
※未就学児童入場不可

※未就学児童入場不可

■対　　象 会員1人2枚まで　
■斡旋枚数  合計20枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2018年10月12日（金）

■日　　時 2018年10月28日（日）　開場13：30/開演14：00
■会　　場 米子市公会堂　大ホール
■料　　金 会員料金

2,500円
一般料金
3,000円一般自由席

©大杉隼平

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数  10枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2018年9月21日（金）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

■日　　時 2018年12月13日（木）　開場18：15/開演19：00
■会　　場 とりぎん文化会館　梨花ホール
■料　　金 会員料金

13,000円
一般料金
15,000円S席

申込先 とりぎん文化会館
☎0857-21-8700

【対　　象】 満1歳～小学校2年生までのお子様
【申込期限】 2018年12月2日（日）

無料託児サービスあります。無料・要予約（定員あり）

※学生(小学生～大学生)のチケット
　ご希望の方は、定価（3,000円）
　にて斡旋いたします。
※未就学児童入場不可

※高校生以下のチケットご希望の方は、定価にて斡旋いたします。
※小学生以下無料（要整理券）

指揮：ダニエル・ハーディング
曲目：ベートーヴェン／交響曲第６番ヘ長調「田園」
　　　マーラー　　／交響曲第１番ニ長調「巨人」

©William Beaucardet

※3歳未満は、膝上鑑賞で保護者1名につき1名無料

※9/14（金）公演初日は②のみの公演。

公演日
開始時刻
①10：00～
②13：00～
③15：30～

●
●

●
●
●

月・火・木・金 土・日・祝水

休
演
日

米子公演
自由席自由席

自由席自由席

自由席自由席

SS席SS席SS席SS席

SS席SS席SS席SS席SS席SS席E
D C B

A
BOX席BOX席

ステージステージ

入口入口 入口入口
BOX席BOX席

BOX席BOX席

自由席自由席

S席左S席左 S席右S席右

米子市公会堂開館60周年記念
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あっても斡旋枚数になり次第終了いたします。受付開始は、9月6日（木）12：00～
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■対　　象 会員1人2枚まで　
■斡旋枚数  各20枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期限 2018年9月28日（金）12：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

■対　　象 会員1人2枚まで　
■斡旋枚数  50枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期限 2018年10月31日（水）

■日　　時 2018年11月24日（土）
 1回目　開場12：00/開演12：30
 2回目　開場15：30/開演16：00
■会　　場 安来市総合文化ホール　アルテピア
■料　　金

■会　　期 2018年9月21日（金）～11月4日（日）
 ※火曜休館日
■会　　場 島根県立美術館
■時　　間 【9月】10：00～日没後30分
 （展示室への入場は日没時刻まで）
 【10・11月】10：00～18：30
 （展示室の入場は18：00まで）
■料　　金

会員料金
5,000円

前売料金
5,800円指定席

会員料金
600円

前売料金
900円

企画展・コレクション展
セット

※5歳以上有料　※4歳以下膝上無料、お席が必要な場合有料

※
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各種事業の実績  6月～7月末 駐車場について

満車の場合は市役所駐車場をご利用ください。

P
米子市
美術館

ニュー
アーバン
ホテル 山

陰
歴
史
館

信金
本町支店

９
号
線

旧庁舎駐車場
実施事業名 実績

平日限定温泉付日帰りプラン 3名
大山ハムの斡旋 122箱
第 27回親睦ゴルフ大会 16名
スバル代行 1,000 円利用券 38枚
ホテルランチビュッフェ 199枚
ヘルシージンギスカン 141枚
メモリアルコンサート 8枚
大阪交響楽団オペラコンサート 10枚

実施事業（会報誌Vol.77）

実施事業名 参加者数
丹後の味彩会席の昼食と久美浜メロン狩り体験と食べ放題の旅 1 名

ツアー催行のみ

健康維持増進事業の実績
健診種別 件数

一般健診 247名
白鳥健診 140名
人間ドック 8名
その他の健診 7名

給付種別 件数
還暦祝金 4
傷病休業保険金（30日以上60日未満） 2

給付種別 件数
勤続祝金 /10年 6
勤続祝金 /15年 6
勤続祝金 /20年 5
勤続祝金 /30年 2
勤続祝金 /35年 2
勤続祝金 /40年 2
成人祝金 2
結婚祝金 4
出生祝金 4
就学祝金 /小学校 5
就学祝金 /中学校 7

慶弔給付金支給状況

種別 件数
各種資格取得時費用助成 3

自己啓発事業の実績
種別 件数

一般パック旅行 19

余暇活動事業の実績

実施事業名 実績
風間杜夫ひとり芝居「ピース」 6 枚
妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ 29枚
シネマチケット 200 枚
すまいるプチ検診 6 枚
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（一財）米子市勤労者福祉サービスセンター　〒683-0822 米子市中町20番地　FAX（0859）38-1166　URL：http://www.yonago-sc.com

事業所番号
事業所名 事業所FAX番号

会員番号
会 員 名 会 員 連 絡 先

先着順のチケットについて：先着順のチケットは、斡旋枚数になり次第、終了。　斡旋枚数終了後に申し込まれた方には、事務局より連絡いたします。
米子の社会見学、ワインの違いを知る講座の申し込みは、ガイドブックの巻末を拡大コピーするかホームページの各種申請よりプリントアウトしてください。

下表の希望の欄に○印を付け、必要事項を全て記入してください。

申　込　書　（締切後のキャンセル、座席指定、会員のチケット紛失による再発行、払い戻しは一切できません。）

下記の申込書に記入の上、FAXか郵送またはホームページよりお申し込みください。又は、事務局までご持参ください。

受付開始は、一部を除いて 9月6日（木）12：00～

事務局からのお知らせ
家庭用常備薬品の斡旋のご案内

会員とご家族皆様の健康維持増進を図る事業の一環として、家庭用常備薬品を
特別価格にて斡旋いたします。
事業所ごとに購入申込書を取りまとめていただき、お申し込みください。

申込締切日：10月23日（火）
納品予定：11月中旬

フラワー&スイーツ・パン プレゼント　希望のプレゼントの□に✓を記入してください。
　□ イサムのスイーツ券　　　  　□ そらにわの寄せ植え　　　□ ケルンのパン券　　　
　□ NiCO sweetsのスイーツ券　□ 花秀のシャボンフラワー　□ エフ・ツーのアーティシャルフラワーアレンジメント

お届け先 ご依頼主様

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  様 お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  様

ご住所　

〒

ご住所　

〒

電話番号 電話番号

※送料：鳥取県西部地区1,000円　　その他全国一律1,400円（離島を除く）

紅ずわいがに 必要箇所に✓して
ください。

□ 申し込みをする（1箱 2,200円）
受取： □ 取りに行く □ 発送（下記にご記入ください）

方　法 ○欄 催物名 単　価 希望枚数 計 対　象 申込期限

先着順

ニューイヤーコンサート 6,500円 枚 円

会員1人2枚まで

9月21日（金）
12：00パリ管弦楽団 鳥取公演 13,000円 枚 円

島津亜矢 6,000円 枚 円 9月28日（金）
12：00吉本新喜劇＆バラエティーショー 5,000円 枚 円

ハッピードリームサーカス

BOXおとな 2,600円 枚

円
会員1人2枚まで
ファミリーセット

に限り
会員1人1枚 10月5日（金）

BOXこども 1,700円 枚

SSおとな 2,300円 枚

SSこども 1,600円 枚

ファミリーセット 5,800円 枚

みかん狩り 中学生以上 800円 枚 円

会員1人2枚まで
ぶどう狩り 中学生以上 900円 枚 円

BLACK BOTTOM BRASS BAND 2,500円 枚 円 10月12日（金）

大名茶人　松平不昧 600円 枚 円 10月31日（水）


